
  当第3四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な

変更があった事項は次のとおりです。 

  なお、文中の将来に関する事項は、当第3四半期連結会計期間の末日現在において当社が判断したものです。 

  また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の

状況 4.事業等のリスク」の項目番号に対応したものであり、文中の下線部分が変更箇所です。 

  

  

① 世界マクロ経済環境の変化によるリスク 

  当社はグローバルにビジネスを展開しており、当社の業績も、国内の景気動向とともに、海外諸国の経済動向の

影響を受けます。 

  例えば、エネルギー資源や金属資源の価格が下落する場合には、当社の資源関連の輸入取引や事業投資の収益が

大きな影響を受けることとなります。更に、世界景気の冷え込みは、プラント、建設機械用部品、自動車、鉄鋼製

品、鉄鋼原料、化学品などの当社の輸出関連ビジネス全般にも影響を与えることとなります。 

  また、当社は、タイ、インドネシアで、日本の自動車メーカーと協同で自動車の組立工場、販売会社、販売金融

会社を設立し、広範な自動車事業を展開しておりますが、自動車の販売台数はこれらの国の内需に連関するため、

タイ、インドネシア両国の経済動向は当社の自動車事業から得られる収益に大きく影響を与えることになります。 

  当連結会計年度は、新興国において、輸出の伸び悩みに国内の構造問題も加わり、中国などの主要国でも成長の

速度は減速傾向が強まりました。また、米国の量的金融緩和策の縮小観測及びその後の決定から金融市場のボラテ

ィリティが高まりました。    

  

⑤ 事業投資リスク  

  当社は、株式・持分を取得して当該企業の経営に参画し、商権の拡大やキャピタル・ゲイン獲得などを目指す事

業投資活動を行っておりますが、この事業投資に関連して投下資金の回収不能、撤退の場合に追加損失が発生する

リスク、及び計画した利益が上がらないなどのリスクを負っております。事業投資リスクの管理については、新規

の事業投資を行う場合には、投資の意義・目的を明確にした上で、投資のリスクを定量的に把握し、事業特性を踏

まえて決定した投下資金に対する利回りが、 低期待収益率を上回っているか否かを評価し、選別を行っておりま

す。投資実行後は、事業投資先ごとに、毎年定期的に「経営計画書」を策定し、投資目的の確実な達成のための管

理を行う一方で、早期の持分売却・清算等による撤退を促す「EXITルール」を採用することで、効率的な資産の入

れ替えを行っております。 

  このような投資評価の段階での案件の選別、投資実行後の管理を厳格に行っておりますが、期待する利益が上が

らないというリスクを完全に回避することは困難であり、案件からの撤退等に伴い損失が発生する可能性がありま

す。 

  

    ⑥ 重要な投資案件に関するリスク 

   三菱自動車工業への取組 

  当社は、三菱自動車工業の要請に応じて、平成16年6月から平成18年1月までに合計1,400億円の普通株式・優先株

式を引き受けました。また当社は、同社とともに、主に海外での販売会社及び関連するバリューチェーン分野での

事業展開をしております。当社の同社本体に対するリスクエクスポージャーは当連結会計年度末で約1,300億円とな

っており、同社関連事業への出資・融資や営業債権などのリスクエクスポージャーは当連結会計年度末で約2,500億

円となっております。これら同社本体へのリスクエクスポージャーと関連事業のリスクエクスポージャーの合計は

当連結会計年度末で約3,800億円となっております。 

  なお、当社が保有する同社優先株式は、平成25年11月6日に同社が発表した資本再構築プランが計画通り遂行され

れば普通株式への転換、匿名組合への現物出資、または同社へ譲渡される予定ですが、現時点では同社資本再構築

プラン遂行による当社リスクエクスポージャーの変動は確定しておりません。 

  同社の平成24年度の連結業績は、売上高１兆8,151億円、営業利益674億円、当期純利益380億円となりました。 

  

  

 特に記載すべき事項はありません。  

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】
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（以下「四半期純利益」は、「当社株主に帰属する四半期純利益」を指しております。）  

(1) 業績  

      当第3四半期連結累計期間の経済環境としては、米国では個人消費が堅調で、緩やかな景気回復が続きまし

た。欧州では景気が緩やかに持ち直す動きが見られるようになりました。新興国では一部で景気に下げ止まり

の動きも見られましたが、総じて景気減速が続きました。わが国の経済は、政府の政策効果により景気が下支

えされ、物価が底堅く推移する中で、内需が堅調に推移し、緩やかな景気回復が続きました。  

  このような環境の下、当第3四半期連結累計期間の売上高は、取引数量増加及び為替要因などにより、前第3

四半期連結累計期間を1兆8,887億円（13％）上回る16兆6,249億円となりました。 

  売上総利益は、豪州資源関連子会社（原料炭）における前年同期のストライキの反動や為替要因、事業拡大

（新規連結）の影響などにより、前第3四半期連結累計期間を1,204億円（16％）上回る8,650億円となりまし

た。 

  販売費及び一般管理費は、事業拡大（新規連結）の影響などにより、前第3四半期連結累計期間から443億円

（7％）負担増の6,964億円となりました。 

  その他の損益項目は、為替関連損益などによりその他の損益が減少しましたが、保有株式売却などにより有

価証券損益が改善し、増益となりました。 

  この結果、法人税等及び持分法による投資損益前利益は、前第3四半期連結累計期間を1,045億円（43％）上

回る3,457億円となりました。 

  持分法による投資損益は、前第3四半期連結累計期間を402億円（30％）上回る1,741億円となりました。 

  以上の結果、四半期純利益は前第3四半期連結累計期間を723億円（25％）上回る3,559億円となりました。 

   

オペレーティング・セグメント別の業績を示すと次のとおりです。 

ａ．地球環境・インフラ事業グループ 

  地球環境・インフラ事業グループは、長期的視野に立ち、電力、水、交通などの基盤となるインフラ分

野における事業及び関連する取引に取り組んでいます。 

  当第3四半期連結累計期間の四半期純利益は224億円となり、前第3四半期連結累計期間と比較して122億

円の増加となりました。これは、海底送電線事業における価格改定に伴う一過性利益計上などにより増益

となったものです。 

  

           （注）地球環境・インフラ事業グループは、当第1四半期連結累計期間より個別のオペレーティング・セグメ

ントとしています。詳細は「四半期連結財務諸表に対する注記事項 15．セグメント情報」をご覧くださ

い。 

  

ｂ．新産業金融事業グループ 

  新産業金融事業グループは、アセットマネジメント、インフラ向け投資、企業のバイアウト投資から、

リース、不動産開発、物流などの分野において、商社型産業金融ビジネスを展開しています。 

  当第3四半期連結累計期間の四半期純利益は235億円となり、前第3四半期連結累計期間と比較して64億円

の増加となりました。これは、不動産事業、ファンド関連事業及び航空機リース関連事業における収益増

加により増益となったものです。 

  

ｃ．エネルギー事業グループ 

  エネルギー事業グループは、石油・ガスの探鉱・開発・生産事業や、天然ガス液化プロジェクトへの投

資、原油・石油製品・炭素製品・LNG・LPGなどの販売取引、新規エネルギー事業の企画開発などを行って

います。 

  当第3四半期連結累計期間の四半期純利益は1,129億円となり、前第3四半期連結累計期間と比較して70億

円の減少となりました。これは、株式の売却益計上があったものの、海外資源関連投資先からの受取配当

金の減少や、探鉱費用の増加などにより減益となったものです。 

  

ｄ．金属グループ 

  金属グループは、薄板・厚板などの鉄鋼製品、石炭・鉄鉱石などの鉄鋼原料、銅・アルミなどの非鉄金

属原料・製品の分野において、販売取引、事業開発、投資などを行っています。 

  当第3四半期連結累計期間の四半期純利益は387億円となり、前第3四半期連結累計期間と比較して173億

円の増加となりました。これは、豪州資源関連子会社（原料炭）において販売価格は下落したものの、前

年同期におけるストライキの反動及び生産性向上による生産数量増加・コスト改善があったことや、株式

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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の売却益計上や前年同期における株式の減損の反動により増益となったものです。 

  

ｅ．機械グループ 

  機械グループは、工作機械、農業機械、建設機械、鉱山機械、昇降機、船舶、宇宙航空関連機器、自動

車などの幅広い分野の機械の販売取引、金融、物流、投資などを行っています。 

  当第3四半期連結累計期間の四半期純利益は674億円となり、前第3四半期連結累計期間と比較して229億

円の増加となりました。これは、アジア自動車関連事業が堅調に推移したこと及び円安の影響や資産売却

益の計上により増益となったものです。 

  

ｆ．化学品グループ 

  化学品グループは、原油、天然ガス、鉱物、植物、海洋資源などより生産されるエチレン、メタノー

ル、塩といった工業製品用の原料から、プラスチック、電子材料、食品素材、肥料や医農薬などの製品ま

で、幅広い化学品の分野において、販売取引、事業開発、投資などを行っています。 

  当第3四半期連結累計期間の四半期純利益は277億円となり、前第3四半期連結累計期間と比較して92億円

の増加となりました。これは、株式の売却益計上及び石化事業関連会社における取引利益増加などにより

増益となったものです。 

   

ｇ．生活産業グループ 

  生活産業グループは、食料、繊維、生活物資、ヘルスケア、流通・小売など、人々の生活に身近な分野

で、原料・素材の調達から、消費市場に至るまでの幅広い領域において、商品・サービスの提供、事業開

発、投資などを行っています。 

  当第3四半期連結累計期間の四半期純利益は484億円となり、前第3四半期連結累計期間と比較して3億円

の増加となりました。これは、食料関連事業などが好調に推移したものの、前年同期における株式売却益

計上の反動などにより略横ばいとなったものです。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

  当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より309億円減少し、1兆

3,148億円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第3四半期連結累計期間において、営業活動により資金は2,128億円増加しました。これは、営業活動に係

る資産・負債の増減による資金負担があったものの、子会社での営業収入及び資源関連を中心とした投資先か

らの配当収入があったことにより、資金が増加したものです。 

  なお、前第3四半期連結累計期間と比較して1,018億円の減少となりました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第3四半期連結累計期間において、投資活動により資金は1,610億円減少しました。これは、株式や不動産

の売却があったものの、金属資源関連子会社による設備投資や航空機の購入、またエネルギー資源事業や海底

送電線事業への投資などに伴う支出があったことにより、資金が減少したものです。  

  なお、前第3四半期連結累計期間と比較して4,018億円の増加となりました。 

  

  以上の結果、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・フローは

518億円の資金増加となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第3四半期連結累計期間において、財務活動により資金は1,020億円減少しました。これは、主に新規投資

に応じて資金調達を進めたものの、親会社において配当金の支払いがあったことにより、資金が減少したもの

です。  

  なお、前第3四半期連結累計期間と比較して3,952億円の減少となりました。 
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

ａ. 経営戦略2015 

          当社は平成25年5月に、平成25年度からの新しい指針として、「経営戦略2015 ～2020年を見据えて～」

を策定致しました。当社の事業モデルや、外部環境が大きく変化を遂げる中、従来型の3ヵ年の利益計画の

コミットメントとしての「中期経営計画」を廃止し、長期目標として2020年頃を睨んだ成長イメージを置

き、この成長イメージを実現するための前提となる経営方針や、打ち手としての事業戦略・市場戦略を、

今回の「経営戦略2015」として纏めました。 

         「経営戦略2015」では、当社の価値を“多岐にわたる事業モデル、産業、地域、分野に適度に分散したポ

ートフォリオに立脚した安定収益基盤を維持しつつ、アップサイドポテンシャルを有する収益構造”と再

認識した上で、継続的にポートフォリオの 適化を図りながら、成長イメージの具現化を目指すことによ

り、当社の価値向上を実現してまいります。 

  

         ■2020年頃の成長イメージ：「事業規模の倍増」 

         「安定収益基盤を維持しつつ、アップサイドポテンシャルを有する収益構造」が三菱商事の価値であるこ

とを再認識し、2020年頃の成長イメージを以下の通り設定しました。 

  

        資源事業(LNG、原料炭、銅)    ：持分生産量倍増(2012年度比) 

        非資源事業                   ：収益水準倍増(2012年度比)  

  

         ■2020年頃のポートフォリオのイメージ：「適度な分散」と「複数の強い事業」 

          「適度な分散」を確保しつつも、「より強い事業」「強くなる事業」へ経営資源を集中的に投下すべ

く、現在47ある事業領域を35～40に絞り込むことをイメージします。 

           また、「複数の強い事業」については、200億円以上の利益をあげる事業を10事業以上、100億円以上

200億円未満の利益をあげる事業を10～15事業程度、それぞれ育成することをイメージします。 

  

         ■経営方針 

           基本方針としては、継続的企業価値の創出を引き続き目指します。また、グローバルな競争に打ち勝つ

ために、ポートフォリオの 適化を通じ、「強い事業」「強くなる事業」を選別し、伸ばします。 

           投資方針としては、安定収益基盤の底上げに向けて、平均的な年間の投資規模は中期経営計画2012と同

程度の水準を維持する一方、ピークアウトやノンコア事業を含め、資産の入れ替えを加速します。 

財務方針としては、よりキャッシュフローを重視する経営とし、投資は利益の範囲で積み上げます。ま

た、ROEについては、中長期的に12～15％水準への回復を図ります。 

           株主還元方針としては、環境変化に拘らず、株主への還元を安定的に行うために「安定配当」と「収益

連動配当」の二段階の株主還元方式を導入します。 

  

          ■市場戦略・事業戦略  

           市場戦略については、資源国・工業国にとどまらず消費市場としても存在感を増すアジアを機軸とする

グローバル展開を加速し、アジアの成長を取り込むことで、持続的な成長を図ります。そのために、増大

するアジアの需要に対応したグローバルベースでの供給ソース確保や、M&Aや戦略提携も含めたアジア圏

でのインサイダー化を進めます。 

           事業戦略については、資源分野ではLNG、原料炭、銅など既存コア事業の更新・拡張投資を中心に、今

後収益化を図るステージに移行しますが、同時に操業コスト・開発コストの改善に一層注力しながら事業

を推進し、経営資源の効率的な活用を実現します。 

           非資源分野では、複数の規模感ある強い事業を育成するという2020年頃の成長イメージに向けて、「よ

り強い事業」「強くなる事業」への経営資源のシフトを加速させます。自動車、食糧、食品流通、電力、

ライフサイエンス等の事業を更に伸ばすとともに、北米シェールガスの川下展開、金融事業のアセットマ

ネジメントへのシフト等、事業モデルの変革も推進します。 

  

           今後の事業環境については、先進国の景気は今なお回復への途上にあり、また、中国・インド・ブラジ

ルなどの新興国でも経済成長の鈍化が見られ、世界経済の不透明感は継続すると予想されます。 

           このような環境認識の下、当社では「経営戦略2015」を着実に実行し、収益基盤と財務体質をさらに強

固なものとするとともに、多様な事業を通じて日本や世界の課題解決に貢献し、「継続的企業価値」の創

出を目指していきます。また、社是として掲げている三綱領の精神の下、社業を通じて経済活動を支え、

貢献を図っていく所存です。 
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ｂ. 個別重要案件 

  当第3四半期連結累計期間において、重要な状況の変化はありません。 

(4) 研究開発活動 

  特に記載すべき事項はありません。  

  

(5) 流動性と資金の源泉  

当社では事業活動を支える資金調達に際して、低コストでかつ安定的に資金が確保できることを目標として

取り組んでいます。資金調達にあたっては、CPや社債などの直接金融と銀行借入などの間接金融とを機動的に

選択・活用しており、その時々のマーケット状況で有利手段を追求しています。当社は資本市場でのレピュテ

ーションも高く、加えて間接金融についても、メインバンク以外に外銀・生保・地銀等の金融機関とも幅広く

好関係を維持しており、調達コストは競争的なものとなっています。ただし、金融市場は引き続き予断を許さ

ない状況であると考えており、今後とも長期資金を中心とした資金調達を継続すると共に、十分な流動性の確

保を行っていく方針です。 

  当第3四半期連結会計期間末の連結ベースでのグロス有利子負債残高は、前連結会計年度末比2,501億円増加

の6兆553億円となり、このうち84.8%が長期資金となっております。また、現預金の残高は、前連結会計年度末

比223億円減少の1兆4,471億円となっております。当第3四半期連結会計期間末の流動比率は連結ベースで

141.6％となっており、流動性の点で当社の財務健全性は高いと考えております。 

（※）グロス有利子負債残高には Accounting Standards Codification トピック815「デリバティブ取引及びヘ

ッジ」の適用による影響額を含めておりません。   

  

(6) 主要な設備 

 当第3四半期連結累計期間において、当社の在外子会社 MITSUBISHI DEVELOPMENT PTY社は、既存施設の維持

及び生産能力拡張などのための追加投資を行っております。 

  

（注意事項） 

  当報告書の将来の予測などに関する記述は、当四半期連結会計期間の末日現在において入手された情報に基づき

合理的に判断した予想です。従いまして、潜在的なリスクや不確実性その他の要因が内包されており、実際の結果

と大きく異なる場合があります。 

  

  

- 8 -


